
 

  

「お役立ち度」向上宣言！ 

鶴岡商工会議所 総合ガイドブック 

 

 

 

  



 

 

商工会議所とは 

 

  

 

商工会議所は「商工会議所法（昭和 28 年 8 月制定）」によって運営

されている特別認可法人で、日本で最も歴史と実績のある「地域総合経済

団体」です。全国に 514 の商工会議所があり、会員数は 126 万事業所

を数えます（平成 25 年 3 月現在）。地域性、総合性、公共性、国際性

の 4 つの特徴を持ち、「その地区内における商工業の総合的な改善発達を

図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する」という目的を達成するため

に、地域の商工業者の代表となり、行政に対する意見・要望活動をはじめ、

研究調査、情報提供、経営相談、調査研究など、企業の繁栄のためにき

め細かな活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会議所は、地域産業の総合的な振興を図る 

「地域総合経済団体」です 

商工会議所４つの特徴 

地域性 

地域を基盤として商工業の発展を

図ります。 

公共性 

会員主体の組織ですが、会員の

枠を超えて地域全体のために活動

します。 

 

総合性 

業種、規模、個人、法人にかかわ

らず、全ての商工業者が加入でき

ます。 

 

国際性 

国際貿易の振興と民間経済交流

の推進役となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会議所では、こんなお手伝いやご心配を解決します 

Ｑ．資金面で経営を強化したい 

Ａ.  各種融資制度の紹介・斡

旋など資金計画の相談に応

じます 

Ｑ．帳簿や決算申告が難しい 

Ａ. 税理士や経営指導員・記 

帳指導職員が、決算や申

告の方法をわかりやすくお教

えします。 

Ｑ．会議所に行く時間がない 

Ａ. 職員が企業訪問のうえ、各 

種相談に応じますので、気 

軽にお問合せください。 

Ｑ．うちは個人事業なので… 

Ａ. 会員の約 6 割が個人事業 

者です。事業規模に関係な 

くお手伝いします。 

企業や地域が抱える問題の解決に 

全力で対応いたします！ 

身近な相談相手としてお気軽にご活用ください 

Ｑ．様々な方々と交流したい 

Ａ. 部会活動や交流事業を通じて 

同業・異業種の方と知り合う機会

があります。 



 

 

鶴岡商工会議所の目指すもの ～鶴岡商工会議所中期行動計画より～ 

鶴岡市は 2010 年に約 13 万 7 千人だった人口が 2040 年には約 9

万 4 千人まで減少すると見込まれています。人口減少に伴う、労働力の不

足や地域内消費の減少は地域全体の縮小に繋がることが懸念され、人口

の減少を少しでも抑制していくための策を講じることが急務となっています。 

このような状況下、鶴岡商工会議所では地域経済の活性化と会員事業

所の発展に向けて、平成 27 年度から 10 年間に渡る行動指針となる「鶴

岡商工会議所 中期行動計画」を策定いたしました。 【担当：総務企画課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡・庄内の「資源」、「可能性」、「総合力」に基づく産業の振興・地域の活性化 

① 「自然」、「歴史」、「文化」の継承・発展とその活用 

先人が育んできた地域の特性・資源に更に磨きをかけて、後世代に引き継ぐとともに、産業の振興・地域の

活性化のみならず国際的にも存在感のある都市の形成に向け、その積極的な活用を図る。 

② 「自らの工夫」、「先端的研究の成果」からなる知的産業の育成 

高等教育・研究機関との連携を一層密にし、独自性、付加価値の高い製品・技術を持つ企画開発型企

業の育成とともに、これからの我が国のリーディング産業となり得るバイオ・ライフサイエンス分野における企業

の集積を図る。 

③ 会議所の地域プロデュース機能・コーディネート機能の発揮 

商工会議所の設立原点に立ち、会員事業所に対するお役立ち機能や支援を強化するとともに、地域活

性化に資する提言等の積極的な推進を行い、総合的地域経済団体としての役割・責任を果たしていく。 

中期行動計画（H27～H36）の概要 

６つの基本戦略 

①先端性・伝統に基づく競争力のある企業の育成 

②魅力ある商店の育成と中心商店街の賑わいづくり 

③「自然」・「歴史」・「文化」をテーマとした観光の推進 

④鶴岡・庄内が培ってきた資源やポテンシャルの活用 

⑤若者の地元就職の促進と意欲ある事業所の取り組みを

支える人材の育成 

⑥地域活性化のための社会基盤整備と推進策の見直し 

 

 

 

６つの重点事業 

①ライフサイエンス・バイオテクノロジーの振興 

②歴史的建造物を活用した街なかの賑わい・魅力づくり 

③地域の優れた産品の販売と観光客の誘致に向けた海外戦

略の展開 

④「食文化」による地域・企業の活性化に向けた戦略の展開 

⑤内川沿い地域の高度利用に向けた再開発 

⑥人的交流の活性化、鶴岡の認知度・存在感を高めるため

のコンベンションの開催 

 

 推進体制整備と会議所機能強化による戦略・事業展開の下支え 

 

 

組織概要 

鶴岡商工会議所の組織をご紹介します。 
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会頭選任（常議員会の意見を徴して） 

議   員 

常 議 員 

常 議 員 会 

議員総会 

専務理事 

副 会 頭 

会  頭 

監  事 

 

総務委員会 

企業活性化委員会 

地域活性化委員会 

雇用・人材育成委員会 

社会基盤整備委員会 

交流委員会 

委員会 

常任顧問 

顧  問 

事務局長 

 
 

経
営
支
援
課 

 
 

総
務
企
画
課 

事務局 

専門相談員 

【議員総会】 議員で組織された最高の

意思決定機関で、事業計画・予算など重

要事項を審議し、役員の選任をします。 

【委員会】中期行動計画の推進に

向けた調査研究・事業を推進する

中核的な役割を担っています。 

【常議員会】 正副会頭、常任顧問、専 

務理事、常議員等で組織され、運営に関 

する重要問題を審議します。 

【部会】会員で構成し、会員が営

んでいる事業の種類ごとに９つの

部会に所属します。 

私たちが皆様のお手伝いをいたします！ 



 

 

経営相談  ～創業・経営・融資のご相談など親身になって対応いたします～ 

 

 

経営指導員等が経営・情報化・金

融・税務・労働・取引・環境対策など、

経営上の問題について事業所に直接

訪問する「巡回指導」や商工会議所

会館の窓口で行う「窓口指導」を行っています。 

【担当：経営支援課】 

 

 

 

●鶴岡ビジネス応援隊（随時・予約制） 

 経営課題（法務、経営、税務、労務、情報化、事業承継、ISO、店

舗づくり、企画・デザイン、販路拡大など）に対して弁護士、デザイナー、コン

サルタント、税理士、特定社会保険労務士、司法書士による個別指導を

行っています。商工会議所の経営指導員等が事前に内容を把握したうえ

で、委嘱した各専門家とともに適切なアドバイスを行います。   

 

《申し込みの流れ》 

 

 

 

 

 

【担当：経営支援課】 

経営指導員による巡回・窓口指導 

専門家による個別相談 

鶴岡商工会議所 

への相談 

鶴岡商工会議所

が委嘱する専門

家へ連絡し、相

談日時を決定し

ます。 

専門家と経営

指導員等が事

業所に出向いて

問題解決指導

にあたります。 

 

 

 

 

 

 日本政策金融公庫の融資担当者による定例相談（酒田支店は毎週水

曜日の午前中、山形支店は第 1 木曜日）を行っています。中小・小規模

事業所の金融ニーズに幅広く、かつ迅速に対応いたします。 なお、本相談

は、事前に予約をお願いしています。都合により開催しない場合もありますの

で、担当までご相談ください。 

【担当：経営支援課】 

 

 

 

経営が不振に陥った時は「早期に適切な手を打つ」ことが、倒産を防ぐ重

要なポイントです。経営に係る諸問題の相談・指導を総括する「商工調停

士」や弁護士などの専門スタッフが相談内容に応じて、問題の解決を図りま

す。お早目にご相談ください。    

【担当：経営支援課】 

 

 

 

 

創業するためには何から始めたらいいの？ 創業計画書って何？ どんな

手続きが必要なの？ 専門的な相談が必要になったら？ など創業・起業

に関するあらゆる疑問にお応えします。経営指導員が創業・起業のノウハウ

から各種様々な情報提供を通じ、創業後のサポートまで支援します。さら

に、創業・起業に伴う融資斡旋・紹介も行います。   

【担当：経営支援課】 

 

定例金融相談 

経営安定特別相談室（随時） 

創業・起業支援（鶴岡元気創業応援隊） 



 

 

 

 

経営改善に必要な事業資金（運転資金・設備資金）に対する融資制

度として「マル経融資制度」があります。利用に際しては条件がありますので、

詳しくは担当までお問合せください。  

●限 度 額： 2,000 万円（1,500 万円を超える場合には一定の要件があります） 

●利    率：  年 1.15％（平成 27 年 11 月 13 日現在） 

●返済期間:  運転資金は 7 年以内、設備資金は 10 年以内    

【担当：経営支援課】 

 

 

 

山形県発明協会による知財総合支援相談です。特許や商標等の工業

所有権の相談を賜ります。なお、開催日が限られていますので、事前に担当

までお問合せください。     

【担当：経営支援課】 

 

 

中小・小規模事業所の未来（ビジネス）をサポートするインターネットサー

ビスです。国や公的機関の支援情報、支援メニューの紹介や専門家の派遣

などが受けられます。 

 

 

 

 

 

【担当：経営支援課】 

無担保・無保証人の融資制度 

特許や商標に関する相談 

ミラサポ（未来の企業応援サイト） 

ミラサポ HP：http://www.mirasapo.jp/ 

問い合わせ先：中小企業庁ミラサポ運営事務局 コールセンター  

(土・日・祝日・年末年始除く 9:00～17:00) 

●ナビダイヤル： 0570-057-222（電話料有料） 

●IP 電話等：  045-330-1818（電話料有料） 
 

 

 

交流・人脈形成 ～ビジネスチャンスづくり・仲間を増やすお手伝いをいたします～ 

鶴岡商工会議所は、会員同士のつながりを形成するために様々な団体

を組織し運営を行っています。会員企業のさらなる人脈形成を確立するため

に、様々な交流イベントも開催しています。 

 

 

会員の主要な業種ごとに 9 つの

部会を設置して、会員は必ずいず

れかの部会に所属します。同業種

ならではの問題提起や情報交換

の場として活用されています。 

【担当：経営支援課・総務企画課】 

部会名 平成 26 年度の各部会の取り組み 

小売商業部会 
（部会員：613 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●研修会（小規模事業者の事業承継・留意点等の講演） 

●つるおか雛めぐり事業（マップ制作やスタンプラリーの実施） 

●交流懇親会 

卸売商業部会
（部会員：125 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●視察研修 

  ・鶴岡市給食センター見学と学校給食試食体験 

  ・新潟県内企業視察（ヤスダヨーグルト、佐藤食品工業等） 

●研修会 

●交流懇親会（旬・鮟鱇を楽しむ会） 

サービス部会 
（部会員：370 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●視察研修（ANA 訓練センター、キリンビール横浜工場等） 

●研修会 

●交流懇親会 

運輸交通部会
（部会員：114 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●視察研修（鶴岡シルクツーリズム・モニターツアー） 

●交流懇親会 

部会活動 



 

 

観光部会 
（部会員：273 名） 

 
 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●鶴岡市観光ガイド協議会との懇談会 

●旬の味覚「あんべみ処」の実施 

●市民観光講座の開催（鶴岡の魅力再発見！） 

●視察研修（三陸を巡る！三陸鉄道・震災復興視察） 

●研修会 

●酒田商工会議所観光部会との懇談会 

●鶴岡まちなか散策マップの作成（発行：鶴岡商店会連合会） 

鉄工業部会 
（部会員：75 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●玉かけ技能講習 

●視察研修（燕市磨き屋シンジケートほか：鶴岡鉄工業懇話会合同事業） 

●研修会 

●講演会（工業部会、鶴岡鉄工業懇話会合同事業） 

建設工業部会 
（部会員：413 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●第 23 回鶴岡市建設優秀賞表彰式 

●第 16 回日本海沿岸東北自動車道建設促進フォーラム参加 

●第 7 回鶴岡市建設当局との懇談会 

●視察研修会 

工業部会 
（部会員：174 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●視察研修（技術者ネットワークや鶴岡エネルギー懇談会等合同） 

・メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ 2014（新潟市） 

・東北電力柳津西山地熱発電所ほか（福島県） 

・効率的電気利用モデル施設（加茂水族館） 

●日本海沿岸工業部会交流懇談会（酒田・にかほ商工会議所） 

●研修会 

●講演会（工業部会、鶴岡鉄工業懇話会合同事業） 

●交流懇親会 

金融部会 
（部会員：42 名） 

●全体会議（鶴岡市への要望事項や部会活動等） 

●視察研修 

 ・熊本城桜の馬場リテール㈱ほか（熊本県） 

 ・鶴岡シルクツーリズム・モニターツアー 

●研修会 

●交流懇親会 

 

 

 

 

 

 

中期行動計画の着実な推進に関し、必要な調査研究や事業推進を図

るため 5 つの委員会が設置されています。各委員会には会頭を始めとした

役員、常議員が参画するほか、公募・推薦による委員で構成されています。 

【担当：経営支援課・総務企画課】 

委員会名 主な調査研究・事業推進 

総務 
会議所機能の強化 

人的交流の活性化、イベント開催 

企業活性化 

企業活動に対する支援強化 

先端性・伝統に基づく競争力のある企業の育成 

ライフサイエンス・バイオテクノロジーの振興 

地域活性化 

魅力ある商店の育成と中心商店街の賑わいづくり 

歴史的建造物の活用 

「自然」・「歴史」・「文化」をテーマとした観光の推進 

「食文化」による戦略の展開 

地域産品の販売・普及に向けた海外戦略の展開 

雇用人材育成 若者の地元就職の促進定着及び人材の育成 

社会基盤整備 
社会基盤の整備 

内川沿いの高度利用、景観形成、道路網の見直し 

 

 

 

会員事業所の若手経営者や事業

所の次代をになう従業者たちで組織さ

れ、様々なイベントを開催し、会員相

互の交流を図るほか地域の賑わい創

出に大きく貢献しています。また、県内外の商工会議所青年部との交流にも

積極的に取り組んでいます。  【担当：経営支援課】  

委員会活動 

青年部活動 



 

 

主な取り組み（26 年度） 内      容 

研修・レクリエーション ●ポールウォーキング教室 

●家族例会（芋煮会） 

●AED 講習会 

●鶴岡市長との懇談会 

地域活性化 ●天神まつり大絵馬パレード参加 

●荘内大祭盆踊り練習会 

●荘内大祭（賑わい広場、市民盆踊り、萬家盛楼ほか） 

●第 1 回庄内アームレスリングカーニバル 

●図書寄贈活動 

交流 ●山形県商工会議所青年部連合会総会への参加 

●東北ブロック商工会議所連合会総会への参加 

●庄内地区商工会議所青年部・商工会青年部代表者会議 

●会員事業所訪問「お茶を楽しむ会」 

●日本 YEG４０８＋委員会 仲田会長との懇談会 

●日本一の芋煮会フェスティバルへの出店 

●酒田・新庄・鶴岡 YEG 合同交流会 

●第 37 回江戸川区民まつり出店 

●東北 YEG フットサル大会 in 長井 

 

 

 

 女性経営者・役員ならではの視点

で、観光客への「おもてなし」事業な

ど鶴岡市の魅力の PR に貢献してい

るほか、研修会開催による自己啓発

や県内・県外の商工会議所女性会

との交流にも取り組んでいます。 

【担当：経営支援課】 

 

 

 

女性会の活動 

【活動トピックス】 

平成 27年度は「庄

内芋煮」2700杯、

「つや姫団子」660本

を売り上げて鶴岡市

を大いにＰＲ！ 

【活動トピックス】 

平成 27年度は「ぎんざ鍋対決」に初参戦。庄内の食材を 

ふんだんに使った「つるおか女将鍋」は第 2位を獲得！！ 

 
 

 

 

主な取り組み（26 年度） 内      容 

研修・レクリエーション ●ロコモ予防・改善のための JOSANE 体操 

●新春の集い（講演会、懇親会） 

地域活性化 ●おもてなし事業（観光情報提供、お茶出しサービス） 

●鶴岡ふうど駅スポ・庄内酒まつりへの出店 

●エ・こころ事業 

 ・使用済み切手・ポスターの回収事業 

交流 ●東北六県商工会議所女性会連合会総会への参加 

●山形県商工会議所女性会連合会総会への参加 

●全国商工会議所女性会連合会全国大会への参加 

●鶴岡・酒田商工会議所女性会合同「若手後継者育成事業」 

 ・講演会と視察 

 

 

 

 会員相互の交流や会員事業所の福利厚生として利用してもらうため、

様々なイベントを企画・開催しています。  

【担当：総務企画課】 

 

イ ベ ン ト 内        容 

会員のつどい 

500 名を超える参加者で

熱気に溢れる懇親パーテ

ィーです。 

地域の伝統芸能のアトラ

クションや鶴岡菓子協同

組合のご協力によるスイー

ツコーナー、酒類卸協同

組合のご協力による地酒

コーナーを用意しています。なかでも、航空券や家電製品など

豪華賞品が当たる抽選会は毎年大いに盛り上がります。 

事業所の経営者のみならず従業員の皆さんも参加できる楽し

いイベントです。 

会員交流事業 



 

 

会員親睦ゴルフコンペ 

毎年秋に湯の浜カントリーク

ラブを会場に開催されます。

夕方からの表彰式では、参

加者がその日のプレーの話

題で盛り上がります。異業

種交流の場としてもご利用

いただいています。 

市民観光講座 

ガイドマップには載っていな

い隠れた鶴岡の観光資

源を鶴岡ガイド協議会の

ガイドさんから説明を受け

ながら徒歩で巡ります。会

員企業だけでなく市民の

方々からもご参加いただ

いております。 

創業・創立事業所顕

彰・従業員表彰 

10 年を単位として、周年

を迎える会員事業所なら

びに従業員の方々を顕

彰・表彰いたします。永年

勤続の従業員の皆さんに

対する福利厚生としてご

利用いただけます。 

会員親睦 

ボウリング大会 

会員事業所の若手グル

ープや飲食店の常連さん

のグループなど、老若男女

がボウリングで汗を流しま

す。事業所の福利厚生と

してご利用ください。 

新年祝賀会 

新年を迎えた慶びと顔合

わせを兼ねた新年会で

す。交流によるビジネスチ

ャンスが生まれることもあり

ます。 

 

 

国際化に対応した業務  ～貿易取引や国際化のお手伝いをいたします～ 

鶴岡商工会議所では、会員事業所の国際化を支援する各種の貿易関

連証明書を発行しているほか、鶴岡・庄内の優れた農産品や加工品の海

外輸出に向けた勉強会の開催やセミナーの開催も行っています。 

 

 

日本から海外に輸出を行う際に、貿易の

相手方である輸入者から貿易関連の証明

書を求められる場合があります。 

鶴岡商工会議所では貿易取引に必要

な各種証明書の発行を行っています。会員事業所には手数料の割引制度

があります（P31 に掲載）。【担当：経営支援課】 

証明書の種類 その内容 

インボイス証明 インボイス証明とは、輸出に先立って輸入者から求められた書類、

例えば見積書や注文書といったもの、さらに船会社や航空会社より

発行された貨物運送状や保険会社から発行された保険証券とい

った船積書類などが、その発行者によって正規に作成され、商工会

議所に提示されたという事実を証明する書類です。 

サイン証明 サイン証明とは、輸出者が船積書類上に肉筆で自署した署名が、

商工会議所に登録されているものと同一であることを証明すること

により、その書類が署名者によって正規に作成されたものであること

を間接的に証明するものです。 

日本法人証明 日本法人証明とは、輸出者が日本の商法に基づいて設立された

法人であることを証明するもので、海外での入札や現地事務所の

開設、銀行口座の開設等の際に現地当局から求められることがあ

ります。 

原産地証明 原産地証明とは、貨物の原産地、つまり貿易取引されている商品

の国籍を証明することです。この証明書は、その真実性を保証する

ために、輸出地の商工会議所もしくは官庁、輸出国所在の輸入

国領事館などが証明する書類です。 

貿貿貿易関連証明書の発行 



 

 

 

 

地域の人口減少による消費減少を補うた

めには、販路の拡大が必要です。所得の向

上や人口増加が著しい東アジアへの販売を

検討・実践するため、農産品の取り扱い事業

所や造り酒屋、金融機関などが参加した「東

アジア研究会」を立ち上げ、物流・配送品質・決済に係る課題の解決策とし

て、大手宅配会社と海外 E コマースサイトを使った輸出に取り組んでいま

す。 【担当：総務企画課】 

 

 

海外販路の拡大とともに、海外からの

誘客対策（インバウンド対策）も地域

消費の拡大のために重要なことです。 

鶴岡商工会議所では、貿易関連団

体や金融機関と連携した主催・後援に

よるセミナーを開催しています。当所が金

融機関とともに主催した「ムスリム ビジネス セミナー」では、発展著しいマレー

シアやインドネシアを題材としたインバウンドや輸出に係る講演に加えて、鶴

岡高専に留学しているインドネシアの学生を招いたパネルディスカッションも開

催しました。また今後、この地域が本格的なインバウンドの取り組みを行うに

あたり、必要となる機能等について理解するため、欧州各国のインバウンド対

策や日本国内のインバウンドの先進地事例の研究も行っています。 

【担当：総務企画課】 

 

東アジアに向けた輸出戦略 

国際化に資するセミナー・研究 

 

 

各種共済・保険事業  ～福利厚生や万一に備えたお手伝いをいたします～ 

充実した福利厚生は、万一に備えての保障や経営の安定と有為な従業

員の確保に欠かすことができないものです。会員事業所の事業主・役員・従

業員の方を対象に、各種保険を団体扱いとすることで、保険料を割安にで

きる場合もあります。生命共済（おばこ共済）、自動車共済、火災共済も

ありますので、ぜひご相談ください。 

 

 

 

～従業員のための退職金制度です～ 

従業員の退職金を毎月計画的に積立てることにより、中小企業でも安定

した退職金制度を確保することができます。退職金制度の確立は、従業員

に対して将来への安心をもたらし、勤労意欲を高めると同時に、有為な人材

の確保や雇用の安定にもつながります。 

【担当：総務企画課】 

《ポイント》 

掛 金 

掛金月額 
被共済者１人につき１口１，０００円で、最高３０口ま

で加入することができます 

掛金の負担 
全額、事業主の負担です（全額を損金または必要経費に

算入することができます） 

給付金 

退職一時金 被共済者が退職した時に支払われます 

遺族一時金 被共済者が死亡した時に遺族に支払われます 

退職年金 
加入期間が１０年以上の退職者が希望する時に１０年

間に渡って支払われます 

解約手当金 

やむを得ず途中で解約をする場合、解約手当金を被共済

者に支払います（なお、解約の場合は被共済者全員の同

意が必要となります） 

 

 

特定退職金共済制度 

 



 

 

 

～連鎖倒産からあなたの企業と従業員を守る制度です～ 

中小企業者の方々が連鎖倒産を未然に防ぐために、加入者があらかじめ

掛金を積立て、取引先の倒産により売掛金や受取手形などの債権回収が

困難となった場合に、積立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高で８，

０００万円まで）で回収困難な売掛債権等の額の範囲で共済金の貸付

を受けることができます。なお、共済金の貸付は無担保・無保証人です。ま

た、一時貸付も利用できます。 【担当：経営支援課】 

《ポイント》 

１．掛金の１０倍の範囲内で最高 8,000 万円まで貸付を受けることができること 

２．貸付条件は無担保・無保証人であること 

３．掛金は損金または必要経費で経理処理ができること 

４．償還期間は貸付額に応じて設定できること 

５．早期償還に対する手当金があること 

 

 

～個人事業主や会社役員のための退職金制度です～ 

個人事業主や小規模企業の役員を対象とした国（中小企業基盤整備

機構）が運営する退職金制度です。毎月一定の掛金を収めることで、将

来、事業をやめたり役員が退職した時に共済金が支払われます。掛金が全

額所得控除になるため、個人所得の節税にも大きなメリットがあります。 【担

当：経営支援課】 

《ポイント》 

１．掛金は全額所得控除ができること 

２．無理のない掛金設定ができること 

３．共済金の受け取りについて一括・分割・併用が設定できること 

４．受取り時でも税制面でメリットがあること 

５．災害時や緊急時には契約者貸付の利用が可能なこと 

 

中小企業倒産防止共済制度 

 

小規模企業共済制度 

 

 

 

 

 

～業務上の災害に対応した保険です～ 

経営者・従業員が就業中にケガをした場合に、事業主が負担する様々な

費用（遺族への補償、葬祭費用、訴訟費用等）を補償する保険制度で

す。本所会員事業所で政府労災保険に加入済みであることを条件に、一

般加入と比べて６０％程度割安な保険料で加入できます。  

【担当：総務企画課】 

《ポイント》 

１．全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金で対応できること 

２．労災の上乗せ補償で従業員の福利厚生の充実に対応できること 

３．労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セットしていること 

４．政府系労災保険の給付を待たずに保険金の支払いが可能なこと 

５．契約は無記名式であり、短時間労働・パート・アルバイトも包括補償の範囲であ 

ること 

６．掛金は売上高と業種で算出され、掛金は全額損金計上が可能なこと 

 

 

 

～役員・従業員が病気等で働けないときの所得に対応した保険です～ 

会員事業所の役員・従業員が病気やケガで働けない状況になった場合

に、所得を補償する保険です。自宅療養も対象となり、全国商工会議所の

保険ですので鶴岡商工会議所の会員事業所は一般保険料の約半額の割

安な掛金で加入することができます。 【担当：総務企画課】 

《ポイント》 

１．最長 1 年間のサポートがあること 

２．24 時間いつでもサポートを受けることができること 

３．自宅療養中も補償対象となること 

４．加入手続きが簡単で保険料も割安なこと 

５．家事従事者も補償の対象にできること 

業務災害補償プラン制度 

 

休業補償プラン制度 

 



 

 

 

 

～ＰＬ法（製造物責任法）に対応した保険です～ 

ＰＬ法の施行に対応して、日本商工会議所・全国商工会連合会・全

国中小企業団体中央会の三団体が共同で創設した団体保険制度です。

国内で製造・販売した製品や仕事が原因で人身事故や物損事故が発生

し、損害賠償金や訴訟費用を被った場合に保険金が支払われます。  

【担当：総務企画課】 

《ポイント》 

１．全国商工会議所等による専用商品のため割安な保険料を実現していること 

２．全国で６万件もの引受実績を有していること 

３．製造業だけでなく、販売業・飲食業・工事業など幅広い業種で加入できること 

４．リコール費用担保特約も設定できること 

 

 

 

～故意のみならずウイルス等による情報漏えいにも対応した保険です～ 

従業員等の故意による情報漏えいは勿論、不正アクセスやウイルスによる

外部攻撃や過失などによる情報漏えいの結果、加入者が被った経済的損

害に対して保険金が支払われます。全国商工会議所のスケールメリットを活

かした団体割引があるほか、情報管理体制の度合いに応じて最大で６０％

の割引となります。 【担当：総務企画課】 

《ポイント》 

１．団体割引による割安な保険料を実現していること 

２．情報管理体制・認証取得状況により最大で６０％割引になること 

３．情報漏えいの時期を問わず補償を受けることができること 

４．幅広いリスクをカバーしていること 

５．「情報漏えい時の対応ガイド」と「リスク診断サービス」の提供を受けることができる 

 

中小企業ＰＬ保険制度 

 

個人情報漏えい賠償責任保険制度 

 

 

 

人材育成・雇用対策  ～人材確保や人材育成のお手伝いをいたします～ 

中小企業の持続的な成長を支えるためには、人材の確保と育成は不可

欠です。鶴岡商工会議所では、鶴岡地区雇用対策協議会の事務局とし

て、就職を考えている高校生やＵＩＪターン希望者等と企業の橋渡しを行

っているほか、企業における人事担当者同士の意見交換会など地域雇用の

拡大に向けた取り組みを行っています。また、企業の従業員の資質向上のた

め「簿記検定」や「販売士」などの技術・技能検定や講習会・セミナーも開催

しています。 

 

 

 多種多様なニーズに対応するため、幅広

い層を対象とした実践的なセミナー・講習

会・相談会を随時開催しています。  

【担当：経営支援課】 

平成 26 年度 セミナー・講習会・相談会名 

経営計画づくり支援セミナー      

法人税決算申告セミナー                   

究極の接客’おもてなし’の極意          

消費税がアップしても、売上を２倍にする４つの方法とは  

企業の継続的成長を目指す会計 

実務簿記講習会                     

定期面談の極意講座                       

消費税の実務                        

税理士相談会                        

がんばる中小企業応援セミナー in 鶴岡 2015 

消費者の購買心理と店舗演出の工夫 

Facebook 活用講座 

店の魅力づくりと観光資源講座 

商店・商店街経済対策支援セミナー 

地域を触発するカフェの正体                など 

セミナー・講習会・相談会の開催 

 



 

 

 

 

 年間約１００万人を超える人達がチャレンジする検定試験は、全国統一

基準で実施される「公的」な試験です。会員事業所のニーズを踏まえて、実

践的な能力向上を図ることを特徴としています。ビジネス実務に直結し、人

材の育成に高い信用を得ている試験でもあります。  

【担当：経営支援課】 

種   類 技術・技能検定の内容 

日商簿記 

【世界共通のビジネススキル】 

簿記は企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績

と財務状況を明らかにする技能です。企業の活動を適切かつ正確に

情報公開し、経営管理能力を身に着けるには簿記は必須の知識

です 

販 売 士 

【売れる商品を企画・営業するプロフェッショナル】 

販売・接客技術、販売促進に向けた企画立案や在庫管理、マーケ

ティングなど幅広い実践的な専門知識が身に付きます。流通・小売

業をはじめ、業態・業種を問わずに顧客満足度を高めるノウハウを習

得できます 

日商ＰＣ 

【ネット社会に必要な仕事力が身に付く】 

企業実務では、パソコンソフトの操作ができるだけでなく、どのように活

用すれば効率的・効果的に業務を遂行できるかが重要になっていま

す。本試験では正しいビジネス文書や表・グラフ、プレゼン資料の作

成の能力を問う試験となっています。 

福祉住環境 

コーディネーター 

【医療×福祉×建築の知識を身につける】 

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者が自立し、いき

いきと生活できる住環境を提案するアドバイザーです。医療・福祉・

建築について幅広い知識を身につけてクライアントに適切な住宅プラ

ンを提示できる能力を問う試験となっています。 

環境社会 

（ＥＣＯ） 

【社員の環境知識を高めることが環境経営の第一歩】 

ますます多様化・複雑化している環境問題について、幅広い基礎知

識の習得を目指す検定です。学習項目は、国際的な政治動向か

ら環境破壊のメカニズム、生活者として持つべき心構えまで多岐に渡

りバランスよく問われます。 

技術・技能検定 

 

 

 

 

 

 鶴岡商工会議所は、鶴岡地区雇用対策

協議会の事務局として鶴岡市・三川町や

出羽商工会、ハローワーク、事業所とともに

地域の雇用対策に取り組んでいます。また、

庄内地域雇用対策連絡会議のメンバーと

して、庄内地域全体の雇用対策にも関わっています。 【担当：総務企画課】 

１．新規学卒者の雇用促進事業（平成２６年度） 

事 業 内       容 

鶴岡・田川 

地区高校生 

就職まつり 

参加者：就職を希望する高校３年生と採用を考えている企業 

①学卒５年以内の先輩からのメッセージ 

②ワークショップ 「みんなで話そう。働くことコミュニケーションについて」 

③企業との交流懇談会 

高校生の 

ための職業観 

醸成セミナー 

参加者：就職を希望する高校２年生 

テーマ：卒業後の「生活」・「仕事」を想像する 

①１人暮らしをした場合に必要なコスト（生活費）を考えてみる 

②「働くこと」・「将来の生活」をゲームで体験 

高校生の 

地域雇用を 

考える懇談会 

参加者：高校の進路指導担当、企業、ハローワークなど 

①最近の雇用情勢についての情報交換 

②就職希望者の動向と内定状況について 

③企業の内定状況と今後の採用予定について  など 

管内高等学校

への地元企業 

視察の支援 

鶴岡地区雇用対策協議会の管内にある高等学校の生徒による企

業視察の企画に対して、バス代の補助をしています。平成 26 年度

は４校に対して支援を行いました。 

２．ＵＩＪターンや地元就職の促進 

事 業 内       容 

ＵＩＪターンに

係る情報整備 

UIJ ターンを促進するために情報整備や連携によるガイダンス開催な

どを行っています。 

①山形県Ｕターン情報センターとの情報交換 

※首都圏での U ターン情報は次の場所で提供しています 

●東京都千代田区平河町二丁目 6－3 都道府県会館１３階  

山形県東京事務所 ℡03－5212－8996 平日 10時 30分～18時 

雇用対策 

 



 

 

●東京都千代田区有楽町２－１０－１ 東京交通会館５階 ふるさと回帰支援

センター内 ℡03-6273-4401 火曜から日曜の 10時～18時 

②Ｕターン希望者の情報登録（登録様式は雇用対策協議会の HP より入

手できます。http://www.trcci.or.jp/kotaikyou/） 

③会議所ホームページで鶴岡地区の企業情報を提供 

ＵＩＪターン・

学生 庄内就

職ガイダンス開

催への支援 

県外に進学した新規大卒者やＵＩＪターン希望者に向けて、庄内

地域の企業の情報を発信し、庄内地域への就職を促して、地元定

着を図る面接会です。 

主催：庄内地域雇用対策連絡会議、ハローワーク鶴岡・酒田など 

高校生の 

保護者向け 

地元就職に 

関する説明会 

山形県庄内総合支庁からの依頼で、高校 1～2 年生の保護者に

向けた地元就職に関する出前説明会を行っています。 

①働くことの意義とコミュニケーションの醸成 

②庄内地区で就職することのメリット 

③庄内地域の将来について  など 

３．離職者の就業支援 

事 業 内       容 

就業支援事業 

鶴岡市役所１階「鶴岡ワークサポートルーム」内に就業支援員を置

いて離職者の就業支援を行っています。「鶴岡ワークサポートルーム」

への相談者は年間延べ３千人を越えます。 

①内職相談の受付・斡旋を行います 

②就業に向けた支援を要する若年層について、就業のみならず生活面での

相談にも鶴岡市の関係部署と連携し対応しています 

場所：鶴岡市役所１F総合相談室隣り  ℡：0235-25-2215 

時間：土日・祝日を除く９：00～16：00 

情報提供 

就労に関する情報提供を鶴岡地区雇用対策協議会のホームペー

ジで行っています。 http://www.trcci.or.jp/kotaikyou/ 

①週刊求人情報の提供 

②内職求人情報の提供 

③就職イベント情報の提供 など 

３．総務・人事担当者の交流促進 

事 業 内       容 

人事担当者 

ミーティング 

企業の人事担当者・総務担当者が集い、人事採用や人事に関わ

る課題についてワークショップを行いながら意見交換や情報交換を行

っています。平成 26 年度は「人材採用と企業課題の解決」と題し

た講演会とワークショップ、交流懇談会を開催しています。 

このほか、鶴岡商工会議所の事業として新規学卒者で地元企業に就職し

た社会人を対象とした「新入社員教育セミナー」も開催しています。 

 

 

地域活性化事業  ～まちなかの賑わい創出に向けたお手伝いをいたします～ 

 

 

鶴岡ＴＭＯは、消費者ニーズに対応した商店・商店街の情報発信事業

や消費者の購買動機や購買心理を把握した魅力ある店舗づくりに向けたセ

ミナーの開催など、まちなかの賑わい創出に向けた取り組みを行っています 

【担当：経営支援課】 

主な事業 その概要 

情報発信事業 

中心商店街への興味や

関心を促すため、来街の

動機となるイベント情報

発信や消費者モニターに

よるブログ発信も行って

います。消費者モニター

のブログは年間 14 万件

の閲覧となり、一日あたりでは 386 件に及んでいます。 

商店・商店街 

レベルアップ事業 

魅力ある個店の店づくりや魅力ある商店街の形成のためにセ

ミナーを開催するほか、

消費者モニターが商店

街を巡回して審査を行う

「中心市街地ディスプレ

イコンテスト」を開催して

います。 

チャレンジ事業 

空店舗を活用した商店街

自らの事業展開や不足業

種のテナント誘致を支援

し、中心商店街の活性化

を図っています。また、創業

塾や創業セミナーの開催に

より、新規創業の支援も

行っています。 

ＴＭＯ（Town Management Organization）事業 

 



 

 

地元買物 

キャンペーン事業 

地域振興策として共通商品券

「荘内藩藩札」を発行しているほ

か、平成 27 年度は 12 億円規

模の「プレミアム商品券」の発行・

換金に関わり、地元商店等での

物品等の購入機会増加に取り

組んでいます。 

商店街文化交流事業 

「商店街の生活お役立ち

講座」を実施し、各種店

舗の持つ豊富な知識やノ

ウハウをお客様に体験し

ていただく事業に取り組ん

でいます。 

街なか観光推進事業 

中心市街地等の「まちな

か」の回遊性を高めるため

に「お食事どころ」・「見どこ

ろ」・「お土産どころ」を一

冊にまとめた総合マップ

「鶴岡まちなか散策」を製

作し、観光振興に貢献し

ています。 

 

 

 鶴岡商工会議所は、地域の総合経済団

体として、地域の実情に応じた政策提言や

要望活動を行っています。地域の商工業者

の声を集約して国・県・市に随時、要望活動を展開しています。鶴岡市への

平成 28 年度要望では「人口減少、少子高齢化対策の推進」、「社会資

本の整備」、「中心市街地の活性化」など 5 部門 37 項目にわたる要望書

を市長及び市議会に提出しています。 

【担当：総務企画課】 

意見・要望活動 

 

 

 

 

鶴岡商工会議所は「鶴岡観光協会」、

「鶴岡市観光ガイド協議会」の事務局を担

っているほか、独自事業として毎春に鶴岡

公園の桜を彩る「花見ぼんぼり」の事業にも

取り組んでいます。また、「天神まつり」・「荘

内大祭」など市内で開催される祭の実行委

員会にも加わり、交流人口の拡大に貢献しています。  【担当：総務企画課】 

 

 

販路拡大や交流人口拡大による地域の活性化を図るには、高速道路や

空港・鉄道の整備といった社会資本整備も不可欠です。鶴岡商工会議所

は、日本海沿岸東北自動車道建設促進フォーラムや空港利用拡大に係る

シンポジウムなどへの会員参加や職員派遣を行うだけでなく、自らシンポジウ

ムの開催などにも取り組んでまいります。  【担当：総務企画課】 

 

 

鶴岡商工会議所は、商工会議所を

含む市内事業所の出資よる民間まちづ

くり会社「株式会社まちづくり鶴岡」を設

立しています。まちづくり会社は「人を集める仕掛け」や「人を集める拠点づ

くり」による、まちの活性化を目標として、個々の商店では対応できない仕

組みづくりを先導する役割を担い、その基幹となる取り組みとして全国的に

も例を見ない昭和初期の木造絹織物工場を再活用した映画館「鶴岡ま

ちなかキネマ」を開館しました。 【担当：総務企画課】 

観光振興の取り組み 

社会基盤整備に向けた取り組み 

まちづくり会社の設立 



 

 

会員特典  ～会議所の会員となることで様々な特典を受けることができます～ 

 

 

海外への輸出の際に必要となる場合が多い「原産地証明書」は、商工会

議所が発給しています。そのほかにも「インボイス証明」や「サイン証明」など貿

易取引に必要な各種証明書について、会員割引制度があります。（各証

明書の内容については P16、手数料率は P31 を参照ください） 

【担当：経営支援課】 

 

 

10 年を単位として、周年を迎える会員事業所ならびに従業員の方々を

顕彰・表彰しています。永年に渡る地域経済発展に貢献されてきた事業所

ならびに事業所の発展と後進の指導に熱心に取り組んでこられた従業員の

方々に敬意を表して顕彰するこの制度は会員事業所のみが受けられるサー

ビスです。 【担当：総務企画課】 

 

 

各種の補助金や助成金の活用、さらには各種講座やセミナーの受講によ

る新しい情報の収集は、事業所活動を一層発展させるために不可欠なもの

です。鶴岡商工会議所では年４回の会報や折り込みチラシで情報を発信

しているほかホームページやメルマガ、facebook でも随時、情報を提供して

います。また、会議所内には事業所経営に資する様々な冊子や資料があり

ます。こうした冊子や資料の閲覧は、会員事業所が受けられるサービスの一

つです。 【担当：総務企画課】 

 

 

 

貿易関係証明書の発給 

 

創業・創立事業所顕彰・従業員表彰 

 

会報やメルマガの配信、冊子の閲覧 

 

 

 

 

会員事業所でもある金融機関と提携した、会員事業所向けの事業資金

の融資商品です。各金融機関所定の利率から優遇される特典があります。

この商品も会員事業所のみが受けることのできる制度です。 

【担当：経営支援課】 

 

 

一定期間（概ね 3 年）を限度として、個人事業主の方を対象に、記帳

指導職員がマンツーマンで記帳の初歩から決算・税務申告の仕方まで丁寧

に指導いたします。「仕訳ができない」、「帳簿の付け方がわからない」という方

は、是非ご相談ください。なお、その相談や業務内容によっては有料となりま

すので、詳細は担当課までお問い合わせください。 【担当：経営支援課】 

 

 

 会員事業所の皆様は、一般利用より安価な金額が設定されています。

鶴岡市内中心部に立地しているほか、土産店や飲食店がテナントとして入

居しており、各種会議やセミナー等の開催に便利な場所・施設となっていま

す。なお、利用料金については、平日、土日祝日、利用時間帯、利用目的

で異なりますので、お問合せください。 【担当：総務企画課】 

 

 

そのほか、生命共済加入者の特典として入院・通院における見舞金や本

人・配偶者の出産に対するお祝金など、鶴岡商工会議所独自のサービスも

実施しています。  

【担当：総務企画課】 

 

鶴岡商工会議所メンバーズローン 

その他 

記帳指導 

貸会議室 



 

 

各種手数料率（平成 27 年 4 月 1 日より） 

商取引の斡旋に関する手数料 

種     別 料     金 備     考 

葉書、封書による 

照会手数料 

1 回に付き  

1,000 円（税別） 

非会員に限り徴収する。 

商取引斡旋手数料 １回につき  

3,000 円（税別） 

非会員に限り徴収する。 

※但し、経費が発生する場合は、実費を徴収する。 

 

商工業者に係る証明に関する手数料 

項      目 料      金 備   考 

会員証明 

 

その他 

 ・営業証明 

 ・同一法人証明 

 ・所在地証明ほか 

      1,000 円（税別） 

 

 

会員：1,000 円（税別） 

非会員：2,000 円（税別） 

 

 

 

 

 

貿易関係証明手数料 

項      目 料      金 備   考 

貿易関係証明の登録・更

新手数料 

（申請用紙代金を含む） 

 

  会員：無料 

非会員：5,000 円（税別） 

・更新手数料は、2 年毎に徴収する 

・新たに登録する事業所には、事務

マニュアル（500 円税別）を購

入いただく 

貿易関係証明 

発行手数料 

・インボイス証明 

・サイン証明 

・日本法人証明 

・原産地証明 

会員：1,000 円（税別） 

非会員：2,000 円（税別） 

・原産地証明の用紙(100 枚 1 セッ

ト)は、500 円（税別）とする 

 

各種検定試験の合格証明ならびに更新手数料 

項      目 料      金 備   考 

合格証明 1,000 円  (税別)  

販売士資格更新手数料 

 

２級：7,000 円（税別） 

３級：4,600 円（税別） 

・資格更新は 5 年毎 

・手数料には更新講習会費用を含む 

 

その他証明に関する手数料 

項      目 料      金 備   考 

その他 1,000 円 (税別)  

 

 

 

お役立ちリンク集（平成 27 年 10 月末現在） 

名  称 所  在  地 代表電話番号 ホームページアドレス 

経済産業省 

東北経済産業局 

980-8403   

仙台市青葉区本町 3-3-1 
022-263-1111 http://www.tohoku.meti.go.jp/ 

国土交通省 

東北地方整備局 

980-8602  

仙台市青葉区二日町 9-15 
022-225-2171 http://www.thr.mlit.go.jp/ 

山形県 
990-8570  

山形市松波二丁目 8－1 
023-630-2211 http://www.pref.yamagata.jp/ 

山形県 

庄内総合支庁 

997-1392  

三川町大字横山字袖東 19-1 
0235-66-2111 

http://www.pref.yamagata.jp/regi

onal/syonai_bo/ 

鶴岡市 
997-8601  

鶴岡市馬場町 9-25 
0235-25-2111 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/ 

庄内地域産業 

振興センター 

997-0015 

鶴岡市末広町 3-1 
0235-23-2200 http://www.shonai-sansin.or.jp/ 

ハローワーク鶴岡 
997-0013 

鶴岡市道形町 1-13 
0235-25-2501 https://www.hellowork.go.jp/ 

鶴岡税務署 
997-0033 

鶴岡市泉町 5 番 70 号 
0235-22-1401 

http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

（e-tax 国税電子申告・納税システム） 

山形県信用保証 

協会鶴岡支店 

997-0034 

鶴岡市本町二丁目 7-5 
0235-22-6122 http://www.ysh.or.jp/ 

山形大学農学部 
997-8555   

鶴岡市若葉町 1-23 
0235-28-2805 http://www.tr.yamagata-u.ac.jp/ 

東北公益文科大学 
998-8580  

酒田市飯森山 3 丁目 5-1 
0234-41-1111 http://www.koeki-u.ac.jp/ 

東北公益文科大学

大学院 

997-0035 

鶴岡市馬場町１４－１ 
0235-29-0555 http://gs.koeki-u.ac.jp/ 

慶應義塾大学 

先端生命科学研究所 

997-0052  

鶴岡市覚岸寺字水上 246-2 

0235-29-0800  

鶴岡タウンキャンパス 
http://www.iab.keio.ac.jp/jp/ 

鶴岡工業高等 

専門学校 

997-8511  

鶴岡市井岡字沢田 104 
0235-25-9014 http://www.tsuruoka-nct.ac.jp/ 

一般社団法人 

鶴岡労働基準協会 

997-0035 

鶴岡市馬場町 8-13  
0235-22-1759 

http://turuoka-

roukikyou.yamagata-roukiren.jp/ 

公益社団法人 

鶴岡法人会 

997-0035 

鶴岡市馬場町 8-13 
0235-22-8160 http://www.trho.or.jp/ 

アクサ生命保険(株) 

鶴岡営業所 

997-0035 

鶴岡市馬場町 8-13 
0235-24-0896 http://www.axa.co.jp/ 

鶴岡商工会議所の歴史・アクセスなど 

 

 

年・月 主なできごと 

昭和 3 年１０月 大宝館にて鶴岡商工会議所設立発起人会を開催 

鶴岡商工会議所の歴史 



 

 

昭和 4 年７月 商工省より鶴岡商工会議所設立の認可を受ける 

昭和 5 年 5 月 商工会議所の事務所を百間堀端に開設 

昭和 18 年 戦時体制強化のため都道府県単位に「商工経済会」が組織され、鶴岡

商工会議所は解散する 

昭和 21 年 9 月 鶴岡商工会議所設立準備会が開催され鶴岡商工会議所が復活 

昭和 24 年 大宝館の 2 階に事務所を置く 

昭和 25 年 三日町の漁業会の建物に事務所を移転 

昭和 35 年 12 月 旧第一小学校跡地に自前の会館（商工会館）を建設し事務所を移転 

昭和 46 年 11 月 鶴岡産業会館が竣工 

昭和 53 年 10 月 鶴岡商工会議所創立 50 年記念式典開催 

平成 23 年 鶴岡市文化会館の改築に伴う、会議所会館の移転・新築の協議開始 

平成 25 年 11 月 本町 1 丁目の鶴岡市コミュニティプラザ（セントル）に仮事務所設置 

平成 27 年  4 月 鶴岡商工会議所会館が竣工 

 

 

建 物 概 要    構      造  鉄筋コンクリート造 4 階建て 

敷地面積   2,656.29 ㎡（平成 56 年 1 月まで鶴岡市から貸与） 

建物面積      655.56 ㎡ 

延べ面積   2,092.62 ㎡ 

駐 車 場  ４３台 

総  工  費  約６億８千万円 

竣    工  平成 27 年 4 月 16 日 

設計・監理    設計・計画高谷時彦事務所・ブレンスタッフ設計共同体 

施    工  鶴岡建設・マルゴ・佐藤組 特定建設共同体 

入居テナント：１ 階    鶴岡観光プラザ 

HOUSE 清川屋 

Café Studio CINQ 

２ 階    鶴岡商工会議所 

３ 階    アクサ生命保険 株式会社 山形支社 鶴岡営業所 

庄内印刷協同組合 

一般社団法人 鶴岡労働基準協会 

公益社団法人 鶴岡法人会 

株式会社 沖電気カスタマアドテック荘内センタ 

４ 階    株式会社 荘内銀行 

株式会社 小松写真印刷 鶴岡支店 

鶴岡商工会議所会館の概要 

 

 

 

 

【自動車】  

山形自動車道・鶴岡 IC より、鶴岡市役所を目指して約 10 分 

【JR】 

 JR 東京駅 →（上越新幹線）→ JR 新潟駅 → （羽越本線・特急いなほ） →  JR 鶴岡駅 

（鶴岡駅までの所要時間 約 4 時間） 

【航空機】 

羽田空港 →(約１時間)→ 庄内空港 → 「鶴岡駅前」行きバス乗車→ JR 鶴岡駅 

 (鶴岡駅までの所要時間 約 2 時間) ※庄内空港より鶴岡商工会議所までは車で約 20 分 

【バス】 

JR 鶴岡駅より「鶴岡市内廻り２コース」「鶴岡市内廻り４コース」「湯野浜温泉」「あつみ温泉」「油

戸」行きのいずれかに乗車→「市役所前」下車 （所要時間 約 10 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制作・発行： 鶴岡商工会議所総務企画課 

発行日：平成 28 年 3 月 31 日 

 

鶴岡商工会議所会館へのアクセス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡商工会議所 

〒997-8585 山形県鶴岡市馬場町 8-13 鶴岡商工会議所会館 2Ｆ 

電話：0235-24-7711（代） ファックス：0235-24-6171 

ＵＲＬ：http://www.trcci.or.jp    E メール：mail7711@trcci.or.jp 
 

「facebook」やってます！  

「メルマガ」もやってます！ 

※「メルマガ」は鶴岡商工会議所ホームページで登録してください 

 

 




